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平成30年８月22日 

各   位 

会 社 名   株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ 

代表取締役名  代 表 取 締 役 社 長 中 川 清 彦  

（JASDAQ・コード9707） 

問い合わせ先  常務取締役管理本部長   寺 坂   淳 

電 話 番 号 0 3 （ 5 4 1 3 ） 8 2 2 8 

株主優待制度の拡充に関するお知らせ 

 当社は、本日開催の取締役会において、株主優待制度を下記のとおり拡充することを決議いたしましたので、

お知らせいたします。  

 

記 

１． 株主優待制度拡充の目的 

当社は、株主の皆様に当社の事業やサービスをよりご理解いただくことを目的として、株主優待制度を実施

しております。この度、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、より多くの株主様にご利用しやすい

優待内容へと株主優待制度を拡充することといたしました。 

 

２．株主優待制度拡充の概要 

（１） 拡充する優待制度の内容 

【現行の株主優待】 

実施回数 年２回（９月末、３月末） 

対象 100株～500株未満保有の株主様 500株以上保有の株主様 

介護施設 有料老人ホーム または 

サービス付き高齢者向け住宅の管理費 

月額250円割引 

有料老人ホーム または 

サービス付き高齢者向け住宅の管理費 

月額500円割引 

 

【変更後の株主優待】 

下記①～③の中から１点お選びいただけるようになります。 

実施回数 年１回（９月末）※ 

対象 100株～500株未満保有の株主様 500株以上保有の株主様 

①  介護施設 有料老人ホーム または 

サービス付き高齢者向け住宅の管理費 

月額250円割引 

※対象施設は別表をご覧ください 

有料老人ホーム または 

サービス付き高齢者向け住宅の管理費 

月額500円割引 

※対象施設は別表をご覧ください 
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②  飲食店舗 株式会社ユニマットキャラバンが運営

するカフェ・ショップ・レストラン・パ

ティスリーの3,000円分の優待券 

※対象店舗は別表をご覧ください 

株式会社ユニマットキャラバンが運営

するカフェ・ショップ・レストラン・パ

ティスリーの 6,000円分の優待券 

※対象店舗は別表をご覧ください 

③  詰め合わせ 株式会社ユニマットキャラバンの PBブ

ランドの3,000円相当のギフトセット 

＜PBブランド＞ 

「キャラバンコーヒー」 

「NINA'S」（紅茶） 

「ベルグの４月」（焼き菓子等） 

株式会社ユニマットキャラバンの PBブ

ランドの6,000円相当のギフトセット 

＜PBブランド＞ 

「キャラバンコーヒー」 

「NINA'S」（紅茶） 

「ベルグの４月」（焼き菓子等） 

※現行の株主優待（有料老人ホームまたはサービス付き高齢者向け住宅の管理費の割引）をご利用  

いただいている株主様につきましては、当社株式１単元（100 株）以上の保有を継続され、かつ、優

待内容の変更のご希望が無い限り継続して割引を適用いたします。 

 

（２） 実施時期 

平成 30年９月 30日現在の株主名簿に記録された、当社株式１単元（100株）以上を保有されている株主

様から適用いたします。なお、優待内容の詳細（優待の選択方法を含みます。）につきましては、平成 30年

12月初旬に発送予定の株主通信「SOYOKAZE REPORT」とともに送付いたします。割引の適用開始時期または

発送時期は平成31年１月～２月を予定しております。 

 

以 上 
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（別表） 

① ご利用対象施設（平成30年8月22日時点） 

【有料老人ホーム】 

 施     設     名 所     在     地 種類 

１ 江別ケアパークそよ風 北海道江別市１条３-12-２ 介護付 

２ たかのすケアセンター ぶなの森 秋田県北秋田市米代町５-４ 住宅型 

３ あさかの杜ケアコミュニティそよ風 福島県郡山市安積町成田字漆山 45 介護付 

４ 南開成ケアコミュニティそよ風 福岡県郡山市桑野清水台 48-８ 介護付 

５ 太田駅前ケアパークそよ風 群馬県太田市浜町６-20 介護付 

６ さいたまケアコミュニティそよ風 埼玉県さいたま市緑区道祖土１-７-39 介護付 

７ 大宮東ケアパークそよ風 埼玉県さいたま市見沼区大字南中野 1117-３ 介護付 

８ 戸田ケアコニュニティそよ風 埼玉県戸田市氷川町２-16-23 介護付 

９ ケアヴィレッジ美乃里 埼玉県新座市東北２-６-26 介護付 

10 朝霞ケアパークそよ風 埼玉県朝霞市宮戸３-７-５ 介護付 

11 入間ジョイフルホームそよ風 埼玉県入間市小谷田１-12-22 介護付 

12 大袋ケアコミュニティそよ風 埼玉県越谷市下間久里 1078-１ 介護付 

13 杉戸ケアコミュニティそよ風 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸５-３-15 介護付 

14 松戸ナーシングヴィラそよ風 千葉県松戸市常盤平５-24-２ 介護付 

15 鎌取ケアコミュニティそよ風 千葉県千葉市緑区おゆみ野３-26-３ 介護付 

16 足立ケアコミュニティそよ風 東京都足立区梅島２-31-14 介護付 

17 亀有ケアコミュニティそよ風 東京都葛飾区亀有１-12-３ 介護付 

18 浅草ケアパークそよ風 東京都台東区西浅草３-25-12 介護付 

19 祖師谷ケアパークそよ風 東京都世田谷区祖師谷４-３-15 介護付 

20 石神井クラシック・コミュニティそよ風 東京都練馬区石神井台７-16-11 介護付 

21 西東京ケアコミュニティそよ風 東京都西東京市東町３-１-13 介護付 

22 八王子ケアコミュニティそよ風 東京都八王子市小宮町 1226-４ 介護付 

23 東村山ジョイフルホームそよ風 東京都東村山市美住町２-13-５ 介護付 

24 武蔵村山ジョイフルホームそよ風 東京都武蔵村山市榎２-30-４ 介護付 

25 川崎ナーシングヴィラそよ風 神奈川県川崎市幸区南加瀬５-18-12 介護付 

26 上溝ジョイフルホームそよ風 神奈川県相模原市中央区上溝５-14-28 介護付 

27 横浜パークケアコミュニティそよ風 神奈川県横浜市中区山下町74-２ 介護付 

28 金谷ケアパークそよ風 静岡県島田市金谷栄町 347-88 介護付 

29 金山ケアコミュニティそよ風 愛知県名古屋市中区古渡町17-７ 介護付 

30 新道ケアコミュニティそよ風 愛知県名古屋市西区新道１-９-３ 介護付 

31 守山ケアコミュニティそよ風 愛知県名古屋市守山区西城２-13-26 介護付 

32 豊橋ケアコミュニティそよ風 愛知県豊橋市花田町字越水４-１ 住宅型 

33 新大阪ケアコミュニティそよ風 大阪府大阪市淀川区西宮原３-２-22 介護付 

34 交欒 森ノ宮 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央２-６-16 介護付 

35 枚方ケアセンターそよ風 大阪府枚方市長尾宮前１-５-１ 住宅型 

36 神戸長田ケアパークそよ風 兵庫県神戸市長田区六番町５-２-１ 介護付 

37 おんが長寿苑そよ風 福岡県遠賀郡岡垣町野間２-７-７ 介護付 

38 二日市温泉長寿苑そよ風 福岡県筑紫野市武蔵１-１-24 介護付 

39 さいき長寿苑そよ風 大分県佐伯市鶴岡西町２-269 介護付 
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40 さがケアセンターそよ風 佐賀県三養基郡上峰町大字防所 1523-53 住宅型 

41 くまもと長寿苑そよ風 熊本県阿蘇郡西原村大字布田1087 介護付 

42 くまもと長寿苑そよ風シニアハウス 熊本県阿蘇郡西原村大字布田1087 住宅型 

 

【サービス付き高齢者向け住宅】 

 施設名 所在地 

１ 栃木グループリビングそよ風 栃木県栃木市沼和田町10-９ 

２ 所沢グループリビングそよ風 埼玉県所沢市上新井５-７-12 

３ 八千代ケアコミュニティそよ風 千葉県八千代市大和田新田917-６ 

４ 若葉ケアコミュニティそよ風 千葉県千葉市若葉区若松町2076-３ 

５ 相模原ケアコミュニティそよ風 神奈川県相模原市中央区矢部１-５-20 

６ クラシック・コミュニティ横浜 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 1978-１ 

７ 大津月輪ケアコミュニティそよ風 滋賀県大津市月輪３-24-２ 

 

② ご利用対象店舗（平成30年8月22日時点） 

【カフェ・ショップ】 

 店舗名 所在地 

１ キャラバンコーヒー 元町店 神奈川県横浜市中区元町４-177 

２ キャラバンコーヒー 紀ノ国屋国立店 ※ 東京都国立市中１-16-１ 

３ 
キャラバンコーヒー 紀ノ国屋インターナショナル店 

※ 

東京都港区北青山３-11-７  

AOビルB１F 

４ キャラバンコーヒー 紀ノ国屋等々力店 ※ 東京都世田谷区等々力７-18-１ 

５ キャラバンコーヒー 紀ノ国屋吉祥寺店 ※ 東京都武蔵野市吉祥寺本町３-７-３ 

６ キャラバンコーヒー 紀ノ国屋鎌倉店 ※ 神奈川県鎌倉市御成町 15-３ 

７ キャラバンコーヒー 国分寺丸井店 
東京都国分寺市南町３-20-３ 

国分寺マルイB１F 

８ キャラバンコーヒー 東戸塚店 
神奈川県横浜市戸塚区品濃町 537-１  

オーロラモール東戸塚 ７F 

９ キャラバンコーヒー 船堀店 
東京都江戸川区船堀４-１-１  

タワーホール船堀１F 

10 キャラバンコーヒー 川崎モアーズ店 
神奈川県川崎市川崎区駅前本町７番地  

川崎モアーズB２F 

11 キャラバンコーヒー 新橋店 
東京都港区新橋２-16-１  

ニュー新橋ビル１F 

12 キャラバンコーヒー アイシティ 21店 
長野県東築摩郡山形村北野尻 7977  

アイシティ21内 

13 キャラバンコーヒー 井上本店 
長野県松本市深志２-３-１  

井上百貨店B１F食鮮館 

14 キャラバンコーヒー YMDC店 
神奈川県横浜市金沢区幸浦２-26-１  

横浜マーチャンダイジングセンター１F 

15 MIKADO-YA珈琲店 Oomori 
東京都大田区大森北１-６-16  

アトレ大森１F 
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16 MIKADO-YA珈琲店 Asagaya 
東京都杉並区阿佐ヶ谷北２-13-３  

YOKOKAWA BLD２番館 

17 紀ノ国屋バール イルプリマリオ 
東京都港区北青山３-11-７  

AOビルB１F 

18 Cafe88 
神奈川県横浜市中区山下町88  

パークホームズ横濱山下町88番地１F 

19 可否茶館 大通店 
北海道札幌市中央区大通西１丁目  

桂和大通ビル50 B２F 

20 可否茶館 さっぽろ東急店 
北海道札幌市中央区北４条西２丁目  

さっぽろ東急百貨店 B１F 

21 可否茶館 デュオ店 
北海道札幌市厚別区厚別中央２条５丁目６-３  

デュオⅡB１F 

22 可否茶館 手稲店 
北海道札幌市手稲区前田１条11丁目１-１  

西友手稲店１F 

23 可否茶館 イオン元町店 
北海道札幌市東区北31条東15丁目１-１  

イオン札幌元町店１F 

24 可否茶館 イオン桑園店 
北海道札幌市中央区北８条西14丁目-28  

イオン札幌桑園店１F 

25 可否茶館 イオン苗穂店 
北海道札幌市東区東苗穂２条３-１-１  

イオン札幌苗穂店１F 

26 可否茶館 小樽店 北海道小樽市堺町５-30 

27 可否茶館 ポールタウン店 
北海道札幌市中央区南２条西４丁目  

地下街ポールタウン 

28 可否茶館 イオン平岡店 
北海道札幌市清田区平岡３条５丁目３-１  

イオン札幌平岡店２F 

29 可否茶館 イオン藻岩店 
北海道札幌市南区川沿２条２丁目１-１  

イオン藻岩店１F 

30 可否茶館 ながの東急店 
長野県長野市南千歳１-１-１  

ながの東急百貨店B１F 

31 カフェ可否茶館 さっぽろ東急店 
北海道札幌市中央区北４条西２丁目  

さっぽろ東急百貨店３F 

32 カフェ可否茶館 ウイングベイ店 
北海道小樽市築港11番  

ウイングベイ小樽５番街 １F 

33 カフェ可否茶館 JR小樽駅店 
北海道小樽市稲穂２-22-15  

小樽駅構内 

34 ヴァンドーム パリス 
北海道札幌市中央区南１条西３丁目  

三越札幌６F 

35 ジェラテリア・ヴェリタ 
北海道札幌市中央区北４条西２丁目  

さっぽろ東急百貨店 B１F 

36 Low Café 
北海道河東郡音更町木野大通西 13丁目11  

クロスタウン内 

37 Low Café 白石店 
北海道札幌市白石区南郷通１丁目南８番10号 

白石ガーデンプレイス地下２F 

※コーヒー豆等のショップ 

 

 

 



6 

 

【レストラン】 

 店舗名 所在地 

１ IL PINOLO 銀座 
東京都中央区銀座７-８-７  

GINZA GREEN９F 

２ IL PINOLO 川崎 
神奈川県川崎市川崎区小川町４-１  

ラチッタデッラ３F 

３ IL PINOLO 梅田 
大阪府大阪市北区梅田２-２-２  

ヒルトンプラザウエスト５F 

４ IL PINOLO SKY TERRACE 横浜 
神奈川県横浜市西区高島２-18-１  

そごう横浜店10F 

５ IL PINOLO LEVITA 千葉 
千葉県千葉市中央区新町 1000番   

そごう千葉店10F 

６ IL PINOLO PIZZA BAR 富士見 
埼玉県富士見市山室１-1313  

ららぽーと富士見３Ｆ 

７ OLI 渋谷 
東京都渋谷区桜丘町26-１  

セルリアンタワー東急ホテル２F 

８ CHELSEA MARKET 
東京都千代田区神田花岡町１-９  

アトレ秋葉原２ ２F 

９ BAL PINOLO 銀座 
東京都中央区銀座５-１  

銀座FIVEビルB１F 

10 BAL PINOLO 上野 
東京都台東区上野７-１-１  

アトレ上野１F 

11 BAL PINOLO 海老名 
神奈川県海老名市扇町 13-１  

ららぽーと海老名４F 

 

【パティスリー】 

 店舗名 所在地 

1 ベルグの４月 本店 神奈川県横浜市青葉区美しが丘２-19-５ 

２ ベルグの４月 たまプラーザテラス店 
神奈川県横浜市青葉区美しが丘１-１-２ 

たまプラーザテラス１F 

 


